
 

 

議  案  第  ５７  号  

 

 

損害賠償の額の決定について  

 

王子川水門及び中央雨水ポンプ場における運転操作が適切でなかったために発生した

浸水被害を受けたものに係る損害賠償の額を次のとおり決定する。  

 

平成３０年６月１４日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  損害賠償の総額    ６，７７０万８，５９７円  

 

２  損害賠償の相手方   別紙のとおり  

 

３  事故の概要  

平成２９年９月１７日台風１８号の際、王子川水門及び中央雨水ポンプ場における

運転操作が適切でなかったために浸水被害が発生した。  

 

提案理由  

王子川水門及び中央雨水ポンプ場における運転操作が適切でなかったために発生した

浸水被害を受けたものに係る損害賠償の額を決定するため、地方自治法第９６条第１項

第１３号の規定により、本案を提出する。  



 

 

別  紙  

 氏名又は名称 住所又は所在地 損害賠償の額 

１ （省 略） （省 略） 51万6,000円 

２ （省 略） （省 略） 22万5,833円 

３ （省 略） （省 略） 17万6,640円 

４ （省 略） （省 略） 86万4,830円 

５ （省 略） （省 略） 232万9,992円 

６ （省 略） （省 略） 83万7,485円 

７ （省 略） （省 略） 115万160円 

８ （省 略） （省 略） 37万8,782円 

９ （省 略） （省 略） 62万5,560円 

10 （省 略） （省 略） 45万8,676円 

11 （省 略） （省 略） 5万8,635円 

12 （省 略） （省 略） 44万134円 

13 （省 略） （省 略） 343万9,606円 

14 （省 略） （省 略） 9万7,820円 

15 （省 略） （省 略） 3万円 

16 （省 略） （省 略） 140万1,630円 

17 （省 略） （省 略） 277万7,632円 

18 （省 略） （省 略） 118万3,660円 

19 （省 略） （省 略） 169万2,000円 

20 （省 略） （省 略） 125万7,986円 

21 （省 略） （省 略） 220万7,480円 

22 （省 略） （省 略） 142万9,290円 

23 （省 略） （省 略） 84万5,720円 

24 （省 略） （省 略） 13万円 

25 （省 略） （省 略） 124万1,780円 

26 （省 略） （省 略） 85万9,480円 

27 （省 略） （省 略） 180万3,740円 

    



 

 

28 （省 略） （省 略） 62万4,354円 

29 （省 略） （省 略） 125万7,920円 

30 （省 略） （省 略） 120万1,700円 

31 （省 略） （省 略） 16万8,000円 

32 （省 略） （省 略） 31万5,160円 

33 （省 略） （省 略） 67万3,820円 

34 （省 略） （省 略） 60万2,080円 

35 （省 略） （省 略） 118万3,040円 

36 （省 略） （省 略） 161万913円 

37 （省 略） （省 略） 346万6,005円 

38 （省 略） （省 略） 3万円 

39 （省 略） （省 略） 1,077万7,958円 

40 （省 略） （省 略） 47万2,000円 

41 （省 略） （省 略） 83万3,300円 

42 （省 略） （省 略） 284万1,000円 

43 （省 略） （省 略） 105万7,947円 

44 （省 略） （省 略） 16万7,404円 

45 （省 略） （省 略） 74万5,070円 

46 （省 略） （省 略） 96万1,980円 

47 （省 略） （省 略） 29万9,000円 

48 （省 略） （省 略） 49万3,520円 

49 （省 略） （省 略） 126万6,932円 

50 （省 略） （省 略） 170万5,854円 

51 （省 略） （省 略） 133万7,964円 

52 （省 略） （省 略） 17万7,000円 

53 （省 略） （省 略） 21万2,021円 

54 （省 略） （省 略） 84万454円 

    



 

 

55 （省 略） （省 略） 19万4,500円 

56 （省 略） （省 略） 19万7,200円 

57 （省 略） （省 略） 18万8,000円 

58 （省 略） （省 略） 69万3,850円 

59 （省 略） （省 略） 265万2,100円 

    
 




